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電話659-6306　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10熱 田 福 祉 会 館 だ よ り

善意の灯
熱田区社会福祉協議会
では、地域福祉活動を
充実させるためのご寄
付を受け付けていま
す。皆さまのご協力を
お待ちしております。

（平成30年１月１日～３月３１日分）

皆さまからいただいたご寄付は、
熱田区の地域福祉に
使用させていただきます。
ありがとうございました。

◀名古屋工学院専門学校
　高等課程生徒会様

●名古屋工学院専門学校高等課程生徒会　様
●ユニー株式会社
　“小さな善意で大きな愛の輪”運動
　ピアゴ ラフーズ・コア神野店　様
●匿名　１件

●日　時／7月17日（火）
　　　　　午後1：3０～2：３０
●定　員／40名　
●担　当／保健師、歯科衛生士
●費　用／無料
●申　込／７月２日（月）　
　　　　　午前９：３０～電話または窓口へ、先着順

熱田保健センター出張講話　パタカラお口の体操と熱中症予防

●日　時／①８月３日（金）
　　　　　②９月７日（金）
　　　　　①②とも午後１：３０～３：００
●担　当／三輪 富代氏、小森 美佐子氏
●定　員／各30名　
●持ち物／折り紙（15㎝×15㎝）、はさみ、のり
●費　用／無料
●申　込／①７月６日（金）②８月３日（金）
　　　　　午前９：３０～電話または窓口へ、先着順

折り紙倶楽部　８月、９月

●日　時／①７月３１日（火）
　　　　　②８月３０日（木）
　　　　　午後 1：３０～３：００
●定　員／約１２０名
●費　用／無料
●申　込／①７月１３日（金）②８月１３日（月）
　　　　　①②とも午前８：４５～整理券配布

オンチ大集合

●日　時／毎月第3水曜日の午後１：３０～２：３０
　　　　　7月18日、9月１９日
　　　　　（８月はお休みさせて頂きます）　　
●医　師／熊澤 和彦医師
●費　用／無料
●申　込／当館におたずねください

医師による健康相談

電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10熱 田 児 童 館 だ よ り
水遊びをしよう

夏も目の前！元気いっぱい水遊びをしよう！
●日　時／7月3日(火)午前１０：００～11：30
●対　象／ひとり歩きのできる未就園児と保護者　20組
●申　込／6月26日（火）午前１０：００～

電話申込可
先着順

あっちゃんタイム
名古屋学院大学のお兄さん、お姉さんと遊ぼう！
●日　時／7月21日(土)
　　　　　午後2:30～3:30
●対　象／小学生、中学生、高校生

※当日自由参加・無料

将棋ウィーク
福祉会館の方と一緒に将棋を楽しもう！
●日　時／7月30日（月）～8月3日（金）
　　　　　午後１：3０～3：00
●対　象／小学生、中学生、高校生　
　　　　　１日先着20名
●申　込／開催期間中の午後１:00～
　　　　　児童館窓口にて先着順

どんなおはなしが聞けるかな？お楽しみに☆

夏休みおはなし会

●日　時／7月20日(金)、8月21日(火)いずれも午後2：００～3：００
●対　象／幼児(保護者同伴)・小学生
※年中～小学生低学年の内容となります。　※当日自由参加・無料

クライミングチャレンジ
専門指導員の指導を受けて人工壁登りを体験しよう！
●日　時／8月４日（土）午前10：0０～11：45
●対　象／幼児(110㎝～)、
　　　　　小学生、中学生、高校生　15名
●申　込／7月28日（土）午前１０：００～

「あつたみまもりたいシール」で、
地域でのつながりの輪を広めよう！

【 少子高齢化が進む中、今、私たちができることは何か？ 】
　近隣の住民同士であいさつをしたり、気軽に声をかけあえるあたたかい地域づくり
が大切だと考えます。
　そこで、熱田区地域包括ケア推進会議　生活支援部会（本会が事務局）では、「あつ
たみまもりたいシール」を作成しました。

　「あつたみまもりたいシール」を今後、サロン等で配布する予定ですが、区内で広めて
いくため、皆さまのご協力をお願いします。 （熱田区社会福祉協議会にて配布しています）

　デザインは３種類で、諸説ある熱田の語源から、日本書記のスサノオノミコトをデザインに

入れ込み、子どもさんから高齢の方まで幅広い世代の方に愛されるようなシールにしました。

あらためて、「つながりの大切さ」を考えてみませんか？

電話申込可
先着順
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熱田区社会福祉協議会　平成３０年度　事業計画

02-FUKUSHI ATSUTA

★地域福祉活動の推進
●地域福祉推進協議会の活動支援
●ふれあい給食サービス事業への支援・助成
●ふれあいネットワーク活動の拡充
●ふれあい・いきいきサロンの開設、運営助成、相談支援
●名古屋市地域支えあい事業の拡充

★児童福祉事業
●熱田児童館の管理運営【市受託事業】
●移動児童館事業・夜間児童館事業の実施
●ひとり親家庭等の子どもへの学習支援事業
●子ども会、留守家庭児童育成会、保育園遊具整備等への助成
●子育てサロンの活動支援
●子育て支援ネットワーク活動への参画

★障がい児（者）福祉事業
●声・点字での広報なごや「熱田区版」の配布
●特別支援学級・養護学校卒業生への激励事業、障がい者関係団体実施事業への助成
●障害者自立支援連絡協議会への参画
●あったか「Re本」プロジェクト事業の実施

★ボランティア活動の促進
●ボランティアに関する相談・情報提供
●ボランティアコーディネート（調整）
●ボランティア保険の受付
●あつた災害ボランティアネットワークと連携した防災や減災の啓発

02-FUKUSHI ATSUTA

地域支えあい事業

サロン交流会

あつた災害ボランティアネットワーク防災訓練にて

平成３０年度　収支予算 総合計 ： 256,957（千円）

収入の部 支出の部

補助金収入
57,220（千円）
22.3％

人件費
47,180（千円）
18.4％

児童館事業
34,607（千円）
13.5％

デイサービスセンター事業
81,721（千円）
31.8％

福祉会館事業
52,624（千円）
20.5％

受託金収入
86,596（千円）
33.7％

介護保険事業収入
77,590（千円）
30.2％

会費・寄付金収入
1,466（千円）0.6％

前期末支払資金残高
22,147（千円）8.6％

共同募金配分金収入
4,942（千円）1.9％

地域福祉推進事業
10,229（千円）3.9％

助成金事業
8,374（千円）3.3％

はつらつ長寿推進事業
10,642（千円）4.1％

在宅サービスセンター関係費
11,379（千円）4.4％

地域福祉基金関係費
201（千円）0.1％

事業収入
1,368（千円）0.5％

負担金収入
1,013（千円）0.4％

受取利息配当金収入
883（千円）0.3％

その他収入
737（千円）0.3％

拠点区分間繰入金収入
2,995（千円）1.2％

FUKUSHI ATSUTA-05

熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

※会場は全て熱田区在宅サービスセンター（区役所等複合施設６階）　※それぞれの開催日２日前までに、お電話にてお申込ください。
※毎月の「広報なごや」でもご案内しています。

お申込み・お問い合わせ 熱田区いきいき支援センター　電話:６７１-３１９５　ＦＡＸ:６７１-４０１９

認知症の家族教室 医師による専門相談
介護経験者との交流会、認知症の方との関わり方、
介護保険サービスについての話など。

　熱田区いきいき支援センターでは、高齢者のみなさまがいつまでも住み慣れた地域で安心して生活できるよう、健康・福祉・
介護など、さまざまな相談に対応していますので、何かございましたらお気軽にご相談ください。
　また、認知症に関する様々な事業を定期的に開催しています。日頃の介護でお困りの方、認知症について相談したい方、認
知症の知識を学びたい方、ぜひご参加ください。

【開催日】
６月27日（水）、７月２3日（月）、８月２0日（月）
【時　間】
午後１：３０～３：３０

【対　象】認知症の高齢者を介護されているご家族の方

認知症サポーター養成講座
認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らすための講座。講座修
了者にはサポーターの目印であるオレンジリングを差し上げます。

【開催日】
６月29日（金）、７月１7日（火）、８月22日（水）、９月１8日（火）

【時　間】
午後１：3０～3：0０

【対　象】地域住民の方等

「もの忘れ相談医」による、認知症に関する個別相談。

【開催日】
６月２2日（金）、７月２7日（金）、
８月２4日（金）、９月２8日（金）
【時　間】
午後2：0０～３：３０

【対　象】認知症の症状について相談を希望する方（１日３名程度）

家族サロン（憩いの場）
日頃の介護の悩みや不安を話し合う交流会や情報交換など。

【開催日】
６月１5日（金）、７月２0日（金）、
８月１7日（金）、９月21日（金）
【時　間】
午後１：３０～３：３０

【対　象】認知症の高齢者を介護されているご家族の方等

～シニアのみなさまの行きたい！やりたい！ 聞きたい！ をまとめました～
あつたお元気ガイドを作成しました

　高齢者の皆様が交流の場や趣味活動の場などに
参加しやすくするため、熱田区地域包括ケア推進会
議（事務局：区役所・保健センター・社会福祉協議会・
いきいき支援センター）で作成しました。
　ガイドは事務局窓口でお渡しできますので、ご関
心がある方はぜひお問い合わせください。

熱田区役所福祉課
電話:683-9405 ＦＡＸ:682-0346

お問い合わせ

Ch
ec

k
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02-FUKUSHI ATSUTA

★地域福祉活動の推進
●地域福祉推進協議会の活動支援
●ふれあい給食サービス事業への支援・助成
●ふれあいネットワーク活動の拡充
●ふれあい・いきいきサロンの開設、運営助成、相談支援
●名古屋市地域支えあい事業の拡充

★児童福祉事業
●熱田児童館の管理運営【市受託事業】
●移動児童館事業・夜間児童館事業の実施
●ひとり親家庭等の子どもへの学習支援事業
●子ども会、留守家庭児童育成会、保育園遊具整備等への助成
●子育てサロンの活動支援
●子育て支援ネットワーク活動への参画

★障がい児（者）福祉事業
●声・点字での広報なごや「熱田区版」の配布
●特別支援学級・養護学校卒業生への激励事業、障がい者関係団体実施事業への助成
●障害者自立支援連絡協議会への参画
●あったか「Re本」プロジェクト事業の実施

★ボランティア活動の促進
●ボランティアに関する相談・情報提供
●ボランティアコーディネート（調整）
●ボランティア保険の受付
●あつた災害ボランティアネットワークと連携した防災や減災の啓発

02-FUKUSHI ATSUTA

地域支えあい事業

サロン交流会

あつた災害ボランティアネットワーク防災訓練にて

平成３０年度　収支予算 総合計 ： 256,957（千円）

収入の部 支出の部

補助金収入
57,220（千円）
22.3％

人件費
47,180（千円）
18.4％

児童館事業
34,607（千円）
13.5％

デイサービスセンター事業
81,721（千円）
31.8％

福祉会館事業
52,624（千円）
20.5％

受託金収入
86,596（千円）
33.7％

介護保険事業収入
77,590（千円）
30.2％

会費・寄付金収入
1,466（千円）0.6％

前期末支払資金残高
22,147（千円）8.6％

共同募金配分金収入
4,942（千円）1.9％

地域福祉推進事業
10,229（千円）3.9％

助成金事業
8,374（千円）3.3％

はつらつ長寿推進事業
10,642（千円）4.1％

在宅サービスセンター関係費
11,379（千円）4.4％

地域福祉基金関係費
201（千円）0.1％

事業収入
1,368（千円）0.5％

負担金収入
1,013（千円）0.4％

受取利息配当金収入
883（千円）0.3％

その他収入
737（千円）0.3％

拠点区分間繰入金収入
2,995（千円）1.2％

FUKUSHI ATSUTA-05

熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

※会場は全て熱田区在宅サービスセンター（区役所等複合施設６階）　※それぞれの開催日２日前までに、お電話にてお申込ください。
※毎月の「広報なごや」でもご案内しています。

お申込み・お問い合わせ 熱田区いきいき支援センター　電話:６７１-３１９５　ＦＡＸ:６７１-４０１９

認知症の家族教室 医師による専門相談
介護経験者との交流会、認知症の方との関わり方、
介護保険サービスについての話など。

　熱田区いきいき支援センターでは、高齢者のみなさまがいつまでも住み慣れた地域で安心して生活できるよう、健康・福祉・
介護など、さまざまな相談に対応していますので、何かございましたらお気軽にご相談ください。
　また、認知症に関する様々な事業を定期的に開催しています。日頃の介護でお困りの方、認知症について相談したい方、認
知症の知識を学びたい方、ぜひご参加ください。

【開催日】
６月27日（水）、７月２3日（月）、８月２0日（月）
【時　間】
午後１：３０～３：３０

【対　象】認知症の高齢者を介護されているご家族の方

認知症サポーター養成講座
認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らすための講座。講座修
了者にはサポーターの目印であるオレンジリングを差し上げます。

【開催日】
６月29日（金）、７月１7日（火）、８月22日（水）、９月１8日（火）

【時　間】
午後１：3０～3：0０

【対　象】地域住民の方等

「もの忘れ相談医」による、認知症に関する個別相談。

【開催日】
６月２2日（金）、７月２7日（金）、
８月２4日（金）、９月２8日（金）
【時　間】
午後2：0０～３：３０

【対　象】認知症の症状について相談を希望する方（１日３名程度）

家族サロン（憩いの場）
日頃の介護の悩みや不安を話し合う交流会や情報交換など。

【開催日】
６月１5日（金）、７月２0日（金）、
８月１7日（金）、９月21日（金）
【時　間】
午後１：３０～３：３０

【対　象】認知症の高齢者を介護されているご家族の方等

～シニアのみなさまの行きたい！やりたい！ 聞きたい！ をまとめました～
あつたお元気ガイドを作成しました

　高齢者の皆様が交流の場や趣味活動の場などに
参加しやすくするため、熱田区地域包括ケア推進会
議（事務局：区役所・保健センター・社会福祉協議会・
いきいき支援センター）で作成しました。
　ガイドは事務局窓口でお渡しできますので、ご関
心がある方はぜひお問い合わせください。

熱田区役所福祉課
電話:683-9405 ＦＡＸ:682-0346

お問い合わせ

Ch
ec

k
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今年度から、サロンへの
運営助成金制度が一部
変わりました。
サロンのことは
「サロン何でも相談所」
である区社協にご相談く
ださい。

申請は、半期（半年）ごとに、実績（回ごとの参加者数、年齢の分かるもの）を申請用紙に添付して本
会までご提出いただきます。（詳しくは下記までお尋ねください）

運営助成金のご案内

中規模型（１回あたり参加者15人以上）の区分が新たに新設。
従来の小規模型サロン（１回あたり参加者５人以上）、
大規模型サロン（１回あたり参加者２５人以上）に変更はありません。
※中規模型と大規模型については、高齢者サロンのみの取扱となります。
　（６５歳以上の参加者数を元にします）

熱田区社会福祉協議会　電話：６７１-２８７５　ＦＡＸ：６７１-４０１９お問い合わせ先

★第3次地域福祉活動計画
　「みんなでつながろう　あったかあつた」の推進

●私がちょこっとできることを
　お互いさまといえる
　仲間をつくる（Aグループ）
●仲間を地域へつなぐ
　「はしわたし」の
　場をつくる（Bグループ）
●孤立を生まない
　地域をつくる（Cグループ）
●つながりあった会議の開催

★第４次熱田区地域福祉活動計画
　（H31年度～35年度）の策定
★福祉サービスの実施

●寝具クリーニング
　サービス事業
●車いすの一時無料貸出
●レクリエーション用品
　貸出事業

★福祉意識の啓発・広報
●「あったかあつた・福祉フェスタ」の開催
●福祉教育の推進
●広報誌「福祉あつた」の発行（年3回）
●ホームページの管理、ブログの更新

★高齢者福祉事業
●熱田福祉会館の管理運営【市受託事業】
●高齢者はつらつ長寿推進事業
　（通称：おひさまクラブ）【市受託事業】
●学区敬老事業、老人クラブ実施事業への助成
●熱田区デイサービスセンターの運営

★その他
●生活福祉資金の貸付
●低所得者への緊急援護事業
●在宅サービスセンターの運営
●赤い羽根共同募金運動への協力
●熱田区いきいき支援センターとの連携・協力
●熱田区介護保険事業所との連携・協力

変更点

運営助成金のご案内

ふれあい・
いきいきサロン

ふくし協力店（Aグループ）

寝具クリーニングサービス事業

共同募金バザー（区民まつり）

友愛サロン 健康の泉

かよういちサロン
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検索名古屋市熱田区

熱田区区民まつり実行委員会事務局（区役所地域力推進室内）　電話６８３-９４２４　FAX６８３-９４９４

※まつり開催時間は午前10:00から
　午後3:00です。詳しくは、
　広報なごや９月号でご案内します。

※２０歳未満の方は保護者の同意が必要

１０月14日（日）午前９:00～午後４:00

白鳥公園（熱田区熱田西町）

区内在住で、満１５歳以上の方（中学生は参加不可）１０人程度

プログラム配布、駐輪場案内、駐輪場整理補助、清掃など

７月2日（月）～８月３１日（金）（先着順）
申込書に必要事項を記入の上、ファクスまたは直接問い合わせ先にご提出

ください。申込書は問い合わせ先で

配布しています（区ホームページからも印刷可）。また、詳細については区ホ
ームページにも掲載しておりますので、ご覧ください。

熱田区区民まつり
「にぎわい秋まつり」ボランティア募集

アッツ・タック福祉サポーター（賛助会員）大募集！

タック株式会社
有限会社由女
錦産業株式会社
旭建設株式会社
有限会社はるか
株式会社総合企画
有限会社市川住宅
玉泉院
医療法人中京クリニカル
合資会社サンニマル
金城ライト株式会社
有限会社タカギ興産
高木工業株式会社
株式会社蓬莱軒
名古屋フィルター販売株式会社
株式会社桶中住宅設備
東山ガーデン株式会社
アクティブインターナショナル株式会社
有限会社丸山組

有限会社豊国商会
有限会社下岡商会
有限会社熱田園芸
株式会社亀屋芳広
有限会社石川経営サービス
株式会社協立社
税理士法人みらい経営
合資会社田口ヂーゼル自動車修理工場
株式会社金星商会
有限会社伊藤新聞店
株式会社テックササキ
株式会社服部組
株式会社協和製作所
名古屋食鳥鶏卵株式会社
有限会社リーサービス
柴田工機株式会社
名古屋青果株式会社
日協産業株式会社
株式会社中店

有限会社大西鉄工所
株式会社日中物産
株式会社蓬莱陣屋
名古屋市場運輸株式会社
株式会社賀城園
中部機械刃物株式会社
株式会社マルティーポンプコンサルタント
ミズタニ機販株式会社
琴葉株式会社
株式会社東液供給センター
日本会場設営株式会社
株式会社大宝
東邦ガスリビング株式会社
株式会社アイエムケー
株式会社鈴木産業
株式会社林エンジニアリング
桂新堂株式会社
不二木材工業株式会社
株式会社中部プラントサービス

株式会社ナカトウ
株式会社山田商会
三幸タクシー株式会社
株式会社アツタ紙工
有限会社コジマ
学校法人名古屋学院大学
株式会社中建
株式会社テイクロ
株式会社センサスヤマモト
大矢工業株式会社
六番町商店街振興組合
株式会社エイリョウネット
株式会社佐野工作所
株式会社豊徳
東邦総合サービス株式会社
彫清昇龍株式会社

※順不同・敬称略（法人会員さまのみ掲載）

車いすの一時無料貸出
12台の『車いす』を必要
な方に貸出しています。
29年度貸出件数  55件

『寝具クリーニング（布団の丸洗い）サービス』
毎年大好評のサービスです！
８０名の方にふかふかになったお布団をお届けしました。
自分で布団を干せない65歳以上の方で、介護認定を受けている方が対象です。

平成２9年度 アッツ・タック福祉サポーター（賛助会員）のご紹介（平成30年３月３１日現在）

個人会員さまからも多くのご賛同をいただいております。

ありがとうございました

（ ）団体・法人/ 72件
個人/24件平成29年度実績 908,000円

賛助会費は

個人会員 　１，０００円（年間）１口
法人・団体会員 １０，０００円（年間）１口

皆さまからいただいた賛助会費をこのように使っています！

「にぎわい秋まつり」ボランティア募集
　熱田区区民まつり「にぎわい秋まつり」を10月に開催します。区民の

皆さまとの協働の機会としていく

ことを目的に、ボランティアとしてお手伝いをしていただける方を募集
します。

　ぜひご参加いただき、一緒に区民まつりを盛り上げてみませんか？

　熱田区区民まつり「にぎわい秋まつり」を10月に開催します。区民の
皆さまとの協働の機会としていく

ことを目的に、ボランティアとしてお手伝いをしていただける方を募集
します。

　ぜひご参加いただき、一緒に区民まつりを盛り上げてみませんか？

申込書に必要事項を記入の上、ファクスまたは直接問い合わせ先にご提出
ください。申込書は問い合わせ先で

配布しています（区ホームページからも印刷可）。また、詳細については区ホ
ームページにも掲載しておりますので、ご覧ください。

区内在住で、満１５歳以上の方（中学生は参加不可）１０人程度

『寝具クリーニング（布団の丸洗い）サービス』

日 時

場 所

対 象

内 容

申 込

お問い合わせ



熱田区社会福祉協議会　平成３０年度　事業計画
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★地域福祉活動の推進
●地域福祉推進協議会の活動支援
●ふれあい給食サービス事業への支援・助成
●ふれあいネットワーク活動の拡充
●ふれあい・いきいきサロンの開設、運営助成、相談支援
●名古屋市地域支えあい事業の拡充

★児童福祉事業
●熱田児童館の管理運営【市受託事業】
●移動児童館事業・夜間児童館事業の実施
●ひとり親家庭等の子どもへの学習支援事業
●子ども会、留守家庭児童育成会、保育園遊具整備等への助成
●子育てサロンの活動支援
●子育て支援ネットワーク活動への参画

★障がい児（者）福祉事業
●声・点字での広報なごや「熱田区版」の配布
●特別支援学級・養護学校卒業生への激励事業、障がい者関係団体実施事業への助成
●障害者自立支援連絡協議会への参画
●あったか「Re本」プロジェクト事業の実施

★ボランティア活動の促進
●ボランティアに関する相談・情報提供
●ボランティアコーディネート（調整）
●ボランティア保険の受付
●あつた災害ボランティアネットワークと連携した防災や減災の啓発
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地域支えあい事業

サロン交流会

あつた災害ボランティアネットワーク防災訓練にて

平成３０年度　収支予算 総合計 ： 256,957（千円）

収入の部 支出の部

補助金収入
57,220（千円）
22.3％

人件費
47,180（千円）
18.4％

児童館事業
34,607（千円）
13.5％

デイサービスセンター事業
81,721（千円）
31.8％

福祉会館事業
52,624（千円）
20.5％

受託金収入
86,596（千円）
33.7％

介護保険事業収入
77,590（千円）
30.2％

会費・寄付金収入
1,466（千円）0.6％

前期末支払資金残高
22,147（千円）8.6％

共同募金配分金収入
4,942（千円）1.9％

地域福祉推進事業
10,229（千円）3.9％

助成金事業
8,374（千円）3.3％

はつらつ長寿推進事業
10,642（千円）4.1％

在宅サービスセンター関係費
11,379（千円）4.4％

地域福祉基金関係費
201（千円）0.1％

事業収入
1,368（千円）0.5％

負担金収入
1,013（千円）0.4％

受取利息配当金収入
883（千円）0.3％

その他収入
737（千円）0.3％

拠点区分間繰入金収入
2,995（千円）1.2％
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熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

※会場は全て熱田区在宅サービスセンター（区役所等複合施設６階）　※それぞれの開催日２日前までに、お電話にてお申込ください。
※毎月の「広報なごや」でもご案内しています。

お申込み・お問い合わせ 熱田区いきいき支援センター　電話:６７１-３１９５　ＦＡＸ:６７１-４０１９

認知症の家族教室 医師による専門相談
介護経験者との交流会、認知症の方との関わり方、
介護保険サービスについての話など。

　熱田区いきいき支援センターでは、高齢者のみなさまがいつまでも住み慣れた地域で安心して生活できるよう、健康・福祉・
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～シニアのみなさまの行きたい！やりたい！ 聞きたい！ をまとめました～
あつたお元気ガイドを作成しました

　高齢者の皆様が交流の場や趣味活動の場などに
参加しやすくするため、熱田区地域包括ケア推進会
議（事務局：区役所・保健センター・社会福祉協議会・
いきいき支援センター）で作成しました。
　ガイドは事務局窓口でお渡しできますので、ご関
心がある方はぜひお問い合わせください。

熱田区役所福祉課
電話:683-9405 ＦＡＸ:682-0346

お問い合わせ
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お申込み・お問い合わせ
社会福祉法人

名古屋市熱田区社会福祉協議会
TEL671-2875    FAX671-4019
URL　http://atuta-shakyo.jp/
E-mail　atutaVC@nagoya-shakyo.or.jp

熱田区神宮三丁目 1 番 15 号　区役所等複合施設 6 階 検索熱田区社会福祉協議会

◉「福祉あつた」は、再生紙を使用しています。　◉「福祉あつた」は、カラーユニバーサルデザインを考慮して制作しています。06-FUKUSHI ATSUTA

電話659-6306　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10熱 田 福 祉 会 館 だ よ り

善意の灯
熱田区社会福祉協議会
では、地域福祉活動を
充実させるためのご寄
付を受け付けていま
す。皆さまのご協力を
お待ちしております。

（平成30年１月１日～３月３１日分）

皆さまからいただいたご寄付は、
熱田区の地域福祉に
使用させていただきます。
ありがとうございました。

◀名古屋工学院専門学校
　高等課程生徒会様

●名古屋工学院専門学校高等課程生徒会　様
●ユニー株式会社
　“小さな善意で大きな愛の輪”運動
　ピアゴ ラフーズ・コア神野店　様
●匿名　１件

●日　時／7月17日（火）
　　　　　午後1：3０～2：３０
●定　員／40名　
●担　当／保健師、歯科衛生士
●費　用／無料
●申　込／７月２日（月）　
　　　　　午前９：３０～電話または窓口へ、先着順

熱田保健センター出張講話　パタカラお口の体操と熱中症予防

●日　時／①８月３日（金）
　　　　　②９月７日（金）
　　　　　①②とも午後１：３０～３：００
●担　当／三輪 富代氏、小森 美佐子氏
●定　員／各30名　
●持ち物／折り紙（15㎝×15㎝）、はさみ、のり
●費　用／無料
●申　込／①７月６日（金）②８月３日（金）
　　　　　午前９：３０～電話または窓口へ、先着順

折り紙倶楽部　８月、９月

●日　時／①７月３１日（火）
　　　　　②８月３０日（木）
　　　　　午後 1：３０～３：００
●定　員／約１２０名
●費　用／無料
●申　込／①７月１３日（金）②８月１３日（月）
　　　　　①②とも午前８：４５～整理券配布

オンチ大集合

●日　時／毎月第3水曜日の午後１：３０～２：３０
　　　　　7月18日、9月１９日
　　　　　（８月はお休みさせて頂きます）　　
●医　師／熊澤 和彦医師
●費　用／無料
●申　込／当館におたずねください

医師による健康相談

電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10熱 田 児 童 館 だ よ り
水遊びをしよう

夏も目の前！元気いっぱい水遊びをしよう！
●日　時／7月3日(火)午前１０：００～11：30
●対　象／ひとり歩きのできる未就園児と保護者　20組
●申　込／6月26日（火）午前１０：００～

電話申込可
先着順

あっちゃんタイム
名古屋学院大学のお兄さん、お姉さんと遊ぼう！
●日　時／7月21日(土)
　　　　　午後2:30～3:30
●対　象／小学生、中学生、高校生

※当日自由参加・無料

将棋ウィーク
福祉会館の方と一緒に将棋を楽しもう！
●日　時／7月30日（月）～8月3日（金）
　　　　　午後１：3０～3：00
●対　象／小学生、中学生、高校生　
　　　　　１日先着20名
●申　込／開催期間中の午後１:00～
　　　　　児童館窓口にて先着順

どんなおはなしが聞けるかな？お楽しみに☆

夏休みおはなし会

●日　時／7月20日(金)、8月21日(火)いずれも午後2：００～3：００
●対　象／幼児(保護者同伴)・小学生
※年中～小学生低学年の内容となります。　※当日自由参加・無料

クライミングチャレンジ
専門指導員の指導を受けて人工壁登りを体験しよう！
●日　時／8月４日（土）午前10：0０～11：45
●対　象／幼児(110㎝～)、
　　　　　小学生、中学生、高校生　15名
●申　込／7月28日（土）午前１０：００～

「あつたみまもりたいシール」で、
地域でのつながりの輪を広めよう！

【 少子高齢化が進む中、今、私たちができることは何か？ 】
　近隣の住民同士であいさつをしたり、気軽に声をかけあえるあたたかい地域づくり
が大切だと考えます。
　そこで、熱田区地域包括ケア推進会議　生活支援部会（本会が事務局）では、「あつ
たみまもりたいシール」を作成しました。

　「あつたみまもりたいシール」を今後、サロン等で配布する予定ですが、区内で広めて
いくため、皆さまのご協力をお願いします。 （熱田区社会福祉協議会にて配布しています）

　デザインは３種類で、諸説ある熱田の語源から、日本書記のスサノオノミコトをデザインに

入れ込み、子どもさんから高齢の方まで幅広い世代の方に愛されるようなシールにしました。

あらためて、「つながりの大切さ」を考えてみませんか？

電話申込可
先着順
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